
問 題

わが国では，2009年に裁判員制度が導入され，

また2016年には捜査場面に関する可視化法案が

審議されるなど，近年司法制度改革が目覚ましく

行われている。捜査権を有する警察は，客観的な

証拠を得るための科学的捜査技法の研究開発と，

それらの捜査場面への活用を推進しており，その

中にはプロファイリングとともに隠匿情報検査が

挙げられている（警視庁，2012）。

隠匿情報検査（concealed information test:

CIT）とは，生理的反応の変化から被検査者の犯罪

知識の有無を判別する捜査技法である。1968年に

最高裁判決において証拠能力が認められるなど，

検査結果が証拠として採用された判例は数多く存

在し，米国においては，CITは証拠の信頼性を評

価する基準となっているドーバート基準を満たし

ているとされる（財津，2014）。このように，CIT

は科学的な捜査技法として広く実施されており，

本邦での実施件数は年間5000件にのぼっている

（中山，2003；Osugi, 2011）。

CITでは犯罪に直接関連する情報（裁決刺激）

と犯罪には直接関連しないが裁決刺激と同等の刺

激価となる情報（非裁決刺激）を継時的に被検査

者に呈示する。有罪被疑者は犯罪に関する記憶を

有しているため，裁決刺激と非裁決刺激との区別

が可能である。有罪被疑者の場合，裁決刺激が呈

示されると他の刺激とは異なるものとして識別さ

れ，犯罪に関する記憶を有していることを隠そう

とする隠蔽意図が生じる。さらに，有罪被疑者は

刺激に対して生じる生理的反応を抑制するように

動機づけられる（松田，2016，桐生，2017）。この

ように有罪被疑者はCIT場面で様々な認知的処

理を行っていると考えられ，それぞれの認知的処

理を反映するように皮膚電気活動，呼吸運動，心

臓血管運動などの自律神経系指標上に裁決刺激と

非裁決刺激との間の反応差異が生じる。一方，無

実の者は犯罪知識を有しておらず，裁決刺激と非

裁決刺激の区別ができないため，刺激間の生理的

反応に違いは認められない。

実務場面では，犯罪に直接的に関与したと思わ

れる被疑者に対して検査が行われるが，実験場面

の被検査者は，犯罪行為を行っていない実験参加

ボランティアである。そのため，実験場面では複

数の貴金属から任意の１つを窃盗させるなど，被

検査者に模擬犯罪課題を実施することが多い

（Balloun&Holmes,1979；大杉・大平，2006；

藤原・小林・古満，2007；三阪・平，2009）。
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Abstract
 

In this study,the influence of meaningfulness or usefulness of stimulus in CIT using eye movements. In
 

the mock theft task,participants stole the goods what they most wanted one from among the five items.
Also,if participants were able to avoid detection at the CIT,experimenter taught participants to present the

 
stolen goods as a reward. In CIT, two visual stimuli were presented for 8 seconds, and the number of

 
fixation and the total fixation time were compared between critical stimulus and the non-critical stimulus.
As a result,the number of fixation and the total fixation time for the critical stimulus were significantly less

 
than the non-critical stimulus. Also, the detection rate was significantly higher than the expected fre-
quency. This suggests that the eye movement inde  ay be an effective detection index.
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さらに，実務場面と実験場面では被検査者の検

出回避の動機づけが異なる。実務場面での検査結

果は有罪被疑者にとって裁判の不利な証拠となる

ため，検出を回避しようとする動機づけが高い。

一方，実験場面では，被検査者は実験者の教示に

基づき模擬犯罪行為を行うように設定されてお

り，被検査者の立場は極めて受動的であり，した

がって検出回避の動機づけも低くなる可能性があ

る。被検査者の動機づけは，CITでの生理的反応

に影響を及ぼすことが示唆されており（Gustaf-

son & Orne, 1963；若松，1976；中山，1986；

Elaad&Ben-Shakhar,1989），実験場面では検出

を回避できた場合には金銭的報酬を約束するな

ど，検出回避の動機づけを高める工夫がなされて

いる（谷口・小野，2013；Kleinberg&Verschuere,

2015）。

一方，CITは一種の記憶検査であり（小林・吉

本・藤原，2009；小川・敦賀・小林・松田・廣田・

鈴木，2007），被検査者の犯罪知識の有無を判定す

る質問技法である。検査者は，事件が発生したの

ちに現場検証などから情報収集を行い，検査で使

用する質問項目から複数の質問系列を作成する。

質問項目が検査結果に及ぼす影響として，刺激の

類似性（足立・山岡，1985；谷口・小野，2013）

や自己関連性（花山・山元・渋谷，2011），刺激の

有意性（小川・松田・常岡，2013）などが挙げら

れている。そこで，CITでは被検査者が裁決刺激

と非裁決刺激を明確に識別可能な刺激系列の作成

が求められる。

このようにCIT研究においては，検査の正確性

を高めるための質問技法の開発や反応差異が生起

する心理的背景について検討が行われ，その結果

が実務検査に反映されてきた。一方で，新たな検

出指標を開発し，自律神経系指標との同時測定に

よる総合的判定の精度向上を目指す検討も行われ

ている（平，1998；細川・八木・片寄，2007；小

野・石岡，2018）。

近年，ビデオカメラの高性能化やトラッキング

技術の発展により非接触的に測定する技法が開発

されたこともあり，新たなCIT指標として眼球運

動の有効性が検討されている（須川・石川，2006，

2007，谷口・小野・石岡・軽部，2011，Peth,Kim,

& Gamar, 2013，Walczyk, Griffith, Yates,

Visconte & Simoneaux, 2013）。谷口・小野

（2013），被検査者に模擬窃盗課題を行わせ，ペン

やタバコといった刺激価（有意味性）の低い物品

のうち１つを1000円紙幣とともに隠匿させた。ま

た，被検査者には検出回避の報酬として隠匿した

1000円紙幣の進呈を約束し，検出回避の動機づけ

を高める操作を行った。その後のCITではそれら

物品を視覚的に一覧呈示し，その際の眼球運動を

非接触的に測定した。その結果，非裁決刺激に比

べて裁決刺激に対して停留が有意に抑制されてい

た。さらに，実験参加者の反応傾向から算出した

検出率は８割に迫るものであった。このことから，

谷口・小野（2013）は眼球運動がCITの有効な検

出指標であることを指摘している。

なお，谷口・小野（2013）では，刺激の有意味

性をある程度等質に保つために金銭的なバイアス

を付加した有意味性の低い物品が刺激として用い

られている。これにより，刺激の有意味性がある

程度等質に保たれる。しかしながら，実験場面に

おける模擬窃盗とは異なり，実務検査で扱われる

案件では，お金や貴金属など一般に有意味性・有

用性が高いと考えられるものが窃取されることが

多い。さらに，一般には有意味性・有用性が低い

ものであっても，有罪被疑者にはそれが特別のも

のであるがゆえに，有意味性・有用性が高く評価

される場合もある。これは，実験場面においても

同様であり，実験者と実験参加者の刺激の有意味

性・有用性に関する評価が必ずしも一致しないこ

とが予想される。そこで本研究では，事前調査で

有意味性・有用性が高いとされた５種類の物品を

刺激として採用し，その中で実験参加者が特に有

用性が高いと考えたものを自由に隠匿させる模擬

窃盗課題を課し，CITにおける眼球運動指標の有

効性を刺激の有意味性・有用性の観点から再検討

した。

方 法

実験参加者

画像刺激呈示期の生理的変化に関する実験とし

て募集した大学生22名（男７名，女15名，平均

年齢19.6歳，SD ＝ 1.00）が実験に参加した。

実験前にインフォームドコンセントを行い，同意

が得られた者に実験を実施した。

実験機材

TalkEyeⅡカバー型トラッキング装置（竹井機

器工業株式会社製：T.K.K.2940g）を用いて眼球

運動を非接触的に測定し，トラッキング装置の制
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御はパーソナルコンピュータ（Logitec製：LPC-

PF26CSTA）およびTalk EyeⅡ制御プログラ

ム（ver.1.1.8）で行った。また，刺激呈示処理は

Dell製 パーソナルコンピュータ（Dimension

8300）で行い，TalkEyeⅡ用刺激呈示プログラム

（ver.1.2.1）によって40インチワイドディスプ

レイ（SHARP製：LC-40AE7）に刺激を呈示し

た。

また，頭部（Cz）に脳波測定用電極を，利き手

第２指末節に脈波用ピックアップ（NEC製：

SPP101）を装着し，電極ボックス（NEC製：

E E 2500）を 介 し て 脳 波 計（N E C 製：

SYNAFIT 2500）に接続した。

実験刺激

イヤホン，携帯充電器（以下，充電器），USBフ

ラッシュメモリー（以下，USB），手帳，置時計（以

下，時計）を使用した。刺激が持つ有意味性や有

用性は実験参加者ごとに異なると考えられたこと

から，欲しい物品を選ばせる予備調査を行い，欲

しいものとして挙げられた上位５位までの物品を

採用した。さらに，刺激価を統制する目的でいず

れも1500円相当の物品に統一し，これらの画像を

刺激とした。画像刺激は，視角7.5°×7.5°の灰色正

方形の中央部に配置し，下部にはそれぞれの物品

名をゴシック体で表記した。

手続き

参加の同意を得た後，実験参加者を別室へと誘

導した。別室には５つの物品がテーブルに並べて

あり，そこで模擬窃盗課題を実施した。模擬窃盗

課題では，５つの物品の中で一番欲しいものを１

つだけ選ばせ，実験者にわからぬように紙箱に入

れて隠匿させた。その際，実験参加者の検出回避

の動機づけを高めるため，a）いずれも1500円相

当の物品であること，b）CITの結果から隠匿物を

実験者が特定できなかった場合，選択した物品を

進呈すること，c）できる限り隠匿物を実験者に悟

られないように努力することを教示した。

模擬窃盗課題を行った後，隠匿物を入れた紙箱

とともに実験室のシールドルームへ実験参加者を

移動させ，ディスプレイから100cmの距離で姿

勢固定用椅子に着席させた。そして，脳波・脈波

測定の電極の装着と眼球運動測定の校正を行った

後，CITを実施した。CITでは，最初に注視点と

して画面中央に正方形を３秒間呈示し，その中心

を注視させた。次に画像刺激をランダムに２つ組

み合わせて８秒間対呈示した（Figure 1）。２つの

画像刺激は，ディスプレイの右上，右下，左上，

左下の４か所のうち，いずれか２か所にランダム

に配置した。そして，視覚刺激が呈示されている

間に“あなたが選んだ物品があるか”の質問にす

べて“いいえ”と返答させた。なお，この質問は

実際には行わず，実験参加者には質問がされたと

仮定して返答を行うように教示した。この手続き

を理解させるため，画面の２か所にアルファベッ

トをランダムに表示し，返答の練習を２試行行っ

た。

本検査では，視覚刺激呈示中の眼球運動をサン

プリング周波数60Hz，分解能0.1°で測定し，各

画像への停留反応を分析した。なお，呈示する視

覚刺激の組み合わせおよび呈示頻度に偏りがない

ように刺激系列を作成した。対呈示する５つの刺

激の組み合わせは10通りであり，これに基づいて

各刺激は４回ずつ呈示されることになるが，実験

参加者の視線走査のストラテジーなどによる影響

を考慮して刺激の布置を変えた刺激対も用意し，

本研究の試行数は合計20試行とした。その内訳

は，刺激対の中に裁決刺激が含まれる試行（以降，

裁決試行とする）が８試行，非裁決刺激のみの試

行（以降，非裁決試行とする）が12試行であった。

また，刺激の布置と刺激対の呈示順序は実験参加

者ごとにランダムであった。

データの処理

本研究では，裁決試行において刺激に対して生

起した停留回数および総停留時間を分析した。中

村・佐久間・福田・福田（1995）や古賀（1998）

に基づいて，画像内に視線が166ms以上とど

まっている場合を１回の停留と定義し，１試行で

刺激に対して生起した停留を停留回数とした。ま

た，１試行で生起した停留の持続時間の総和を総

停留時間とした。このように得られたデータをも

とに，各刺激に対する停留回数と総停留時間を実

験参加者ごとに１データ化して分析した。
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Figure1.試行の流れ



分析には IBM 社製 SPSS Statics（ver.20）を用

いた。分散分析において，球面性が仮定されなかっ

た場合にはGreenhouse-Geisserによる自由度の

調整を行った。また，分散分析の効果量には下記

の数式により算出される偏イータ２乗（η ）を用

いた。

η ＝
＋

(1)

SS ：要因平方和，SS ：誤差平方和

また，鈴川・豊田（2012）および大久保・岡田

（2012）に基づいて，本研究における対応のある

t検定に用いた効果量（d）は，２変数の平均値（μ，

μ）の差（絶対値）を２変数の差の標準偏差（σ）

で除して算出した。

＝
μ－μ
σ

(2)

μ：変数aの平均値，μ：変数bの平均値

σ：変数aと変数bの差の標準偏差

さらに，カイ二乗検定にはCohen（1988）に基

づいてwを用いた。

＝ χ (3)

χ：カイ二乗値，n：全体の度数

結 果

非裁決試行における刺激への停留

まず，実験刺激として採用された物品の特性や

有意味性の違いが眼球運動に影響を及ぼす可能性

を考慮し，非裁決試行における刺激への停留回数

と総停留時間を比較した。なお，非裁決試行では

非裁決刺激のみで構成されるため，裁決刺激と

なった物品の停留データは欠損値として処理し

た。例えば裁決刺激がUSBメモリであった実験

参加者は，非裁決試行ではUSBメモリの画像刺

激が呈示されないため，停留データは欠損値とな

る。一方，裁決刺激がイヤホンであった実験参加

者では，非裁決試行ではイヤホンが呈示されない

ため欠損値となるが，USBメモリは非裁決刺激と

して呈示されるため欠損値とはならない。そこで

本研究では，欠損値を他の参加者から得られた停

留回数および総停留時間の平均値で補完した。

Figure 2は非裁決試行における刺激への停留

回数とその標準誤差を示したものである。

刺激への停留回数に関して対応のある１要因分

散分析を行ったが有意差は認められなかった

（F(4,84)＝0.90,n. s.,η ＝0.04）。

Figure3は，非裁決試行における刺激への総停

留時間とその標準誤差を示したものである。

刺激への総停留時間に関して対応のある１要因

分散分析を行ったが有意差は認められなかった

（F(4,84)＝2.09,n. s.,η ＝0.09）。

非裁決試行において刺激間の停留回数および総

停留時間に有意差が認められなかったことから，

本研究で用いられた物品の特性や有意味性がほぼ

等価であったとみなし，以降の分析を行った。

裁決試行における刺激への停留

Figure4およびFigure5は，裁決試行における

刺激への１試行あたりの停留回数と総停留時間お

よび標準誤差を示したものである。

刺激への停留回数に関して対応のあるｔ検定を

行った結果，非裁決刺激に対する停留回数よりも

裁決刺激への停留回数が有意に少なくなっていた

（t(21)＝2.30,p＜.05,d＝0.49）。同様に，刺激へ

の総停留時間に関して対応のある t検定を行った

結果，非裁決刺激に対する総停留時間よりも裁決

刺激への総停留時間が有意に短くなっていた
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Figure2.非裁決試行での刺激への停留回数

Figure3.非裁決試行での刺激への総停留時間



（t(21)＝2.61,p＜.05,d＝0.55）。

実験参加者の反応傾向

次に実験参加者の反応傾向を個別に検討した。

Table 1は裁決刺激への停留回数，総停留時間が

非裁決刺激よりも減少・短縮を示していた実験参

加者を検出成功とした場合の検出率を示したもの

である。

本研究では，検出成功と検出失敗の２カテゴ

リーに観測度数を分けたため，期待確率は50％と

なる。そこで，期待度数と観測度数をカイ２乗検

定で分析した。その結果，停留回数の検出率（χ

(1)＝4.55,p＜.05,w＝0.45）および総停留時間の

検出率（χ(1)＝4.55,p＜.05,w＝0.45）は期待度

数に比べて有意に高くなっていた。

考 察

本研究は，実験参加者に有意味性の高い刺激を

任意に選ばせる手続きを採用し，CITにおける眼

球運動指標の有効性を検討した。本研究の刺激は

いずれも1500円相当の物品であり，谷口・小野

（2013）で用いられた刺激よりも価格が高いもの

であった。実験の結果，非裁決試行では刺激間の

停留に違いが認められなかったことから，本研究

では刺激の等価性は担保されていたと考えられ

る。一方，裁決試行では裁決刺激への停留回数お

よび総停留時間は，非裁決刺激に比べて有意に減

少・短縮を示していた。この結果は，眼球運動を

指標とした過去の研究（谷口・小野，2013；小野，

2015；小野・石岡，2018）と軌を一にするもので

ある。すなわち，本研究で得られた裁決刺激への

停留抑制は，実験参加者が等価な刺激の中から自

身にとって有用性のある刺激を隠匿したことによ

り，裁決刺激と非裁決刺激に質的な差異が生じ，

実験参加者が検出を回避しようと動機づけられた

結果として，刺激間の反応差異が生じたものと解

釈される。

また，Figure2-5を見ると，非裁決試行と裁決

試行の非裁決刺激に対する停留回数はおよそ２

回，総停留時間はおよそ1.2秒であり，非裁決刺

激への停留は試行間でほぼ同様の傾向を示してい

る。それに対し，Figure4，Figure5では，裁決

刺激への停留は非裁決刺激に比べて減少・短縮を

示している。この結果は，裁決刺激を見ることを

避け，非裁決刺激に視線を向けていたことを意味

している。この裁決刺激に対する停留抑制は，有

意味性の低い物品を刺激としたこれまでの実験結

果においても認められており（谷口・小野，2013；

小野，2015，小野・石岡，2018），刺激が元来有し

ている有意味性と裁決刺激への停留抑制とは独立

的であると考えられる。CITでは一般に本検査前

にカードテスト課題が実施されるが，その際用い

られる刺激は本研究の刺激に比べて有意味性・有

用性の低い中性刺激である。なお，カードテスト

課題を用いた小野（2015）においても，本研究と

同様に裁決刺激への停留抑制が報告されており，

採用した刺激の有意性にかかわらず刺激に対する

反応の方向性が一貫していることは，眼球運動が

現行の検査パラダイムに耐えられる有効な指標で

あることを示している。
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Figure4.裁決試行での停留回数

Figure5.裁決試行での総停留時間

Table1.停留回数と総停留時間の検出率



一方，本研究では予備調査の結果から刺激価と

有用性が高い刺激を採用したが，実験後の内省で

は，“所有していた物を紛失したばかりで絶対に欲

しかった”，“現在使っている物が壊れた際の保険

として物品を選択した”，“いずれも特に欲しいわ

けではなかった”などが報告されており，実験参

加者が感じる刺激の有意味性と有用性の程度には

少なからず個人差があったと考えられる。しかし

ながら，実験参加者の反応傾向から算出した本研

究の検出率は72.7％であり，期待度数を有意に上

回っていた。さらに，刺激の有意味性・有用性が

本研究とは異なる谷口・小野（2013）の停留回数

の検出率は77.4％，総停留時間では74.2％であ

り，本研究の検出率はこれとほぼ同等であった。

このことは刺激の有意味性や有用性の影響を必ず

しも否定するものではないが，谷口・小野（2013）

と本研究の検出率の比較から，有意味性や有用性

に関する評価の個人差に対して眼球運動指標は頑

健であることが推察される。

また，廣田・澤田・田中・長野・松田・高澤（2003）

の研究では，SCL指標の検出率（46.4-57.1％），

SCR指標の検出率（53.6％），HR指標の検出率

（42.9-60.7％）およびNPV指標の検出率（50.

0-60.7％）報告されている。本研究の検出率はそ

れと同等かそれ以上であり，単一の検出指標とし

て眼球運動は優秀な検出率を有していると考えら

れる。

一方，三宅（1978）はEOG法を用いて接触的に

眼球運動を測定し，自律神経系指標との検出率の

比較を行った結果，皮膚抵抗反応の検出成功率は

63.3％，血管運動反応の検出成功率が46.7％，眼

球運動の検出成功率は43.3％であった。三宅

（1978）の眼球運動指標の検出率は本研究と比べ

て低くなっているが，これは眼球運動指標の検出

が不安定であることを示しているのではなく，む

しろ測定技法の違いが影響を及ぼしたものと考え

られる。三宅（1978）のような接触的測定は，実

験参加者の指標に対する心的構えを生じさせ，カ

ウンターメジャーによって刺激間の反応差異に影

響を及ぼす可能性が指摘されている（Honts,

Devitt,Winbush& Kircher,1996；Peth,Suchot-

zki& Gamar, 2016）。そのため，Elaad & Ben-

Shakhar（2008）やElaad（2015）は，被検査者に

何ら電極等を装着しない方法を採用することが取

り調べやCITに有用であることを指摘している。

一方，非接触的測定を用いた本研究の検出率が自

律神経系指標およびEOG法による眼球運動指標

の検出率と同等かそれ以上であったことは，CIT

における指標の非接触的測定の有効性を再確認さ

せるものである。
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